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１．SINIS（サイニス）で得られる5つのメリット

Instagramのアカウント運⽤におけるお困りごと、「こんなことできたら」を解決します。

スマートフォンでしか閲覧できなかったInstagramインサイトを簡単にチェック可能
スマートフォンアプリでしか⾒られなかったインサイトデータをPC上で閲覧・CSVデータのダウンロードも可能

期間中に発信した投稿の保存率やエンゲージメント率の上位投稿を知ることが可能
フォロワー推移の期間を絞って、⼈気のストーリーズ投稿やフィード投稿を分析

フォロワー数上昇・保存数の上昇を促す新しい施策や投稿を、かんたんに考えることが可能
過去に投稿した⼈気投稿の時間帯や内容から運⽤のPDCAを回し、今後の投稿を最適化

配信効果を分析し、5W1Hに合わせた運⽤ノウハウを知ることが可能
ストーリーズや投稿ごとに、よく⾒られる時間帯や反応率の良い内容、ターゲット属性の分析が可能

フォロワー数推移とその要因の因果関係を知ることが可能
フォロワー数の増減を時系列で確認でき、その要因を投稿やストーリーズと合わせて確認

すべて

無料



これらすべてをCSVでダウンロード可能！
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１−１．スマートフォンでしか閲覧できなかったInstagramインサイトを簡単にチェック可能

✓期間で絞れる
✓増減がわかる
✓急激な伸びがわかる

フォロワーの推移

✓特定⽇時のフォロワー数 ✓地域
✓男⼥⽐
✓年齢

✓インタラクション分析
✓ユーザーが取った⾏動ログ
✓⽇別リーチインプレッション

✓インプレッション ✓エンゲージメント数
✓いいね数 ✓保存数
✓コメント数 ✓リーチ数

フォロワー属性分析 アクション分析

フィード分析

✓インプレッション ✓リプライ数
✓視聴完了数 ✓前へタップ数
✓リーチ数 ✓次へタップ数

ストーリーズ分析 CSVダウンロード

すべて

無料・インサイトデータをPC上で閲覧・CSVデータのダウンロードも可能
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１−２．フォロワー数推移とその要因の因果関係を知ることが可能

投稿⽇時 2019-10-16 12:03:32 投稿⽇時 2019-11-12 12:04:44

フォロワーが増えた要因について考察するためのデータを取得

・フォロワー数の増減を時系列で確認でき、その要因を投稿やストーリーズと合わせて確認
すべて

無料
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１−３．期間中に発信した投稿の保存率やエンゲージメント率の上位投稿を知ることが可能

- 期間： 2019/10/10-2019/11/15
- エンゲージメント率の⾼い順にソート
- 保存数 ／ リーチ数 ＝ 保存率

投稿⽇時 投稿タイプ url キャプション インプレッション いいね数 コメント数 エンゲージメント数 フォロワー数 エンゲージメント率 リーチ数 保存数 保存率

2019/10/16 12:03 CAROUSEL_ALBUMhttps://cosm etictest..
【10/22までフォロー＆
コメントでプレゼント】 105029 3822 2422 6518 47747 13.7% 59289 274 0.46%

2019/11/12 12:04 CAROUSEL_ALBUMhttps://cosm etictest..
【11/18までフォロー＆
コメントでプレゼント】 66749 2507 1248 3996 50872 7.9% 32416 241 0.74%

2019/10/11 12:04 IMAGE https://cosm etictest.. 46964 1278 0 1445 47072 3.1% 33904 167 0.49%

2019/10/24 12:01 CAROUSEL_ALBUMhttps://cosm etictest.. 49296 1274 2 1480 49996 3.0% 27386 204 0.74%

2019/11/5 12:21 IMAGE https://cosm etictest.. 40766 990 0 1140 50476 2.3% 29411 150 0.51%

どのような内容で投稿すると、エンゲージメント率と保存率が⾼くなる傾向があるか確認可能
例：エンゲージメント率の⾼いものはキャンペーン投稿の可能性が⾼い
保存率の⾼いものは、ユーザーが利便性の⾼いものと感じた投稿

フィード投稿⼀覧から期間を指定しCSVダウンロード

・フォロワー推移の期間を絞って、⼈気のストーリーズ投稿やフィード投稿を分析
すべて

無料
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１−４．配信効果を分析し、5W1Hに合わせた運⽤ノウハウを知ることが可能

- 期間ごとのフォロワー属性の割合を確認することで、ターゲット属性
の分析が可能

地域×年齢×性別 ＝ 開拓したい地域や年齢層
すでに認知されているユーザー層のロイヤル顧客化などを分析可能

- 18時〜19時および21時〜22時のリーチ数が上昇していることが分かる

- 投稿のパターン（作品投稿・イラスト投稿）によるリーチ数の違いが
時間で把握可能

ストーリーズインサイト フォロワー属性

sample

sample
リップ特集sample
秋冬メイク

11⽉のフォロワー属性は
- ⼥性 97％
- 25-34歳 ＞ 35-44歳 の順に年齢層が多い
- 地域は ⼤阪・横浜・京都 の順に多い

いつ・だれに・どのような内容で・何を配信したら良いか、かんたんに企画可能！

・ストーリーズや投稿ごとのよく⾒られる時間帯や反応率の良い内容から、今後の投稿内容を最適化

すべて

無料



8©2019 tetemarche CO.,LTD

１−５．フォロワー数上昇・保存数の上昇を促す新しい施策や投稿をかんたんに考えることが可能

投稿⽇時 投稿タイプ url キャプション インプレッション いいね数 コメント数 エンゲージメント数 フォロワー数 エンゲージメント率 リーチ数 保存数 保存率

2019/10/16 12:03 CAROUSEL_ALBUMhttps://cosm etictest..
【10/22までフォロー＆
コメントでプレゼント】 105029 3822 2422 6518 47747 13.7% 59289 274 0.46%

2019/11/12 12:04 CAROUSEL_ALBUMhttps://cosm etictest..
【11/18までフォロー＆
コメントでプレゼント】 66749 2507 1248 3996 50872 7.9% 32416 241 0.74%

2019/10/11 12:04 IMAGE https://cosm etictest.. 46964 1278 0 1445 47072 3.1% 33904 167 0.49%

2019/10/24 12:01 CAROUSEL_ALBUMhttps://cosm etictest.. 49296 1274 2 1480 49996 3.0% 27386 204 0.74%

2019/11/5 12:21 IMAGE https://cosm etictest.. 40766 990 0 1140 50476 2.3% 29411 150 0.51%

投稿⽇時 2019-10-16 
12:03:32

11⽉の11⽉のフォロワー属性は
⼥性 97％
25-34歳 ＞ 35-44歳 の順に年齢層が多い
地域は ⼤阪・横浜・京都 の順に多い

フォロワーが上昇しているタイミングを確認

投稿別数値の確認⇒10⽉に⾏ったキャンペーン施策のエンゲージメントがとても良かった

- 投稿のPDCAを回し、今後の投稿を最適化していくための参考データとして活⽤可能！
- 獲得したデータを元に今後の施策の設計（コンテンツ、ターゲット、キャプション等）が可能！

・ストーリーズや投稿ごとのよく⾒られる時間帯や反応率の良い内容から、今後の投稿内容を最適化

すべて

無料
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有料プランのご紹介
さらにファン分析を進めたい⽅向け！

©2019 tetemarche CO.,LTD
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２．SINIS（サイニス）有料プランで得られる4つのメリット

過去の全投稿データを分析し、今後の投稿のエンゲージメント率向上に活⽤！
四半期や年間ごとの⼤規模なストーリーズ・フィード投稿を抽出でき、⼈気投稿の掘り起しが可能

競合アカウントのベンチマークが可能！他社の⼈気投稿分析をして、⾃社投稿へ応⽤！
フォロワー数の増減、フィード投稿の関係性を確認し、ライバルの⼈気投稿から⾃社アカウントへ応⽤

有料版
もっとファンを分析したい方向け！

※無料版では45⽇前までデータを遡って⾒ることができます！

※無料版では、⾃社のインサイトのみ閲覧可能です！

タグ付け・メンションしてくれたユーザー投稿から、⾃社アカウントへの影響を分析！
タグ付けもしくは＠メンションを付けてくれた投稿数、投稿についたいいね数、コメント数でファンユーザーを分析

※無料版では、インスタグラムアプリ上から閲覧可能です！

指定したハッシュタグの数値データと、⼈気投稿のフィード投稿データの確認が可能！
指定ハッシュタグの⼈気投稿から、投稿の平均いいね数とコメント数の確認、および⼝コミ数可視化

※無料版では、インスタグラムアプリ上から⼀部閲覧可能です！

有料版では、さらにファンを分析するために＋αのデータを活⽤可能！
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２−１．過去の全投稿データを分析し、今後の投稿のエンゲージメント率向上に活⽤！

・四半期や年間ごとの⼤規模なストーリーズ・フィード投稿を抽出でき、⼈気投稿の掘り起しが可能
有料版
もっとファンを分析したい方向け！

フォロワーの推移

フォロワー属性分析
アクション分析

フィード分析

ストーリーズ分析

- LITEプランの基本機能に加え、SINIS登録後の全期間のデータをストック！（フィード投稿はInstagramに投稿されたアーカイブ以外の全データ）
- 過去46⽇以前のデータを取得・閲覧・csvダウンロードすることが可能！
- 各項⽬で特定期間同⼠の⽐較が可能

過去46⽇以前のデータも取得可能！
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２−２．競合アカウントのベンチマークが可能！他社の⼈気投稿分析をして⾃社投稿へ応⽤！

・フォロワー数の増減、フィード投稿の関係性を確認し、ライバルの⼈気投稿から⾃社アカウントへ応⽤

競合アカウント分析
- STARTERプランでは最⼤6アカウントまで設定可能
- PROFESSIONALプランでは10アカウントまで設定可能

フォロワー増加率がUPしていることから、増加期間中の投稿を確認

ベンチマークしているkurasumu[クラスム]のアカウントデータは直近30⽇で、

- フォロワー増加数 ：約4,000
-エンゲージメント率：1.12%
-投稿数 ：23
-いいね数 ：64,095（平均2,786）
-コメント数 ：114

⾃社アカウントの運⽤指標の参考にしよう！

11/19~12/3にかけてフォロー&いいねキャンペーンを⾏っていることが確認でき
た。保存数の多い投稿がキャンペーン開始⽇付近に確認できた。

有料版
もっとファンを分析したい方向け！
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２−3．指定したハッシュタグの数値データと、⼈気投稿のフィード投稿データの確認が可能！

・指定ハッシュタグの⼈気投稿から、投稿の平均いいね数とコメント数の確認、および⼝コミ数可視化

指定ハッシュタグ調査
- PROFESSIONALプランで10個まで指定可能

⼈気投稿における平均いいね数／コメント数／投稿数が確認可能！
⼈気投稿へ掲載されるための参考指標を確認しよう！

有料版
もっとファンを分析したい方向け！

特定の期間中に発⽣した#ハッシュタグ投稿を⽐較し、施策の効果を分析

キャンペーン前の1週間 投稿数 ：298
いいね数 ：59,396
コメント数：1013

投稿数 ：391
いいね数 ：84,952
コメント数：1,431

投稿数 ：131.2%
いいね数 ：143.0%
コメント数：141.2%

キャンペーン開始1週間

フォロー&いいねキャンペーンの期間中にユーザーの投稿数／いいね数
／コメント数が加速していることが確認できる。
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２−4．タグ付け・メンションしてくれたユーザー投稿から、⾃社アカウントへの影響を分析！

・タグ付けもしくは＠メンションを付けてくれた投稿数、投稿についたいいね数、コメント数でファンユーザーを分析

ファンユーザーリスト
- PROFESSIONALプランで⾃社アカウントの分析が可能

有料版
もっとファンを分析したい方向け！

@yamasuge14

@amano_flower

@owashi_tete

@tetemachiko

@sinis_tetemarche

⾃社ブランドのコアファンを可視化し、検索も可能！

- タグ付け投稿数 ：4
- タグ付けいいね数 ：329
- タグ付けコメント数 ：22

- メンション投稿数 ：25
- メンションいいね数 ：27735
- メンションコメント数：66

期間ごとにUGCがどれだけ出ているのかを確認！



*1 ⾦額は1アカウントあたりの料⾦
*2 期間⽐較機能・投稿とフォロワー推移の相関確認機能

３．料⾦表
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会社名 テテマーチ株式会社（英⽂：tete marche CO.,LTD）
所在地 東京都品川区⻄五反⽥3-12-14 ⻄五反⽥プレイス1F,2F
電話 03-6417-9953
FAX 03-6417-9954
ホームページ https://tetemarche.co.jp/
設⽴ 2015 年6⽉12 ⽇
代表取締役 上⽥⼤介
事業内容 オウンドメディア企画・運営/メディアプロデュース事業/クリエイティブ事業

その他、これらに附帯関連する⼀切の事業

お問い合わせ

Instagram分析をもっと簡単に。
22,000アカウントが導⼊しているInstagram分析ツール

４．会社概要

https://tetemarche.co.jp/

